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１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第１四半期 4,746 △11.1 486 △21.5 592 － 336 －

29年３月期第１四半期 5,340 － 619 － 27 － 2 －
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 356百万円( －％) 29年３月期第１四半期 △267百万円( －％)

　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

30年３月期第１四半期 21.70 －

29年３月期第１四半期 0.19 －
(注) 当社は、平成28年３月期第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、平成29年３

月期第１四半期累計期間の対前年同四半期増減率を記載しておりません。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第１四半期 57,576 44,978 78.1

29年３月期 57,181 45,087 78.8
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 44,978百万円 29年３月期 45,087百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

29年３月期 － 0.00 － 30.00 30.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) 0.00 － 30.00 30.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 9,381 △10.9 767 △38.1 979 34.9 696 28.6 44.94

通期 17,050 △15.3 1,134 △28.0 1,566 △23.2 1,152 △0.8 74.34
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社、除外 １社（社名） 株式会社東日本丸八真綿

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期１Ｑ 16,579,060株 29年３月期 16,579,060株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 1,081,540株 29年３月期 1,081,540株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 15,497,520株 29年３月期１Ｑ 15,346,487株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断
する一定の前提に基づいております。実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予
想に関する事項については、添付資料の２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想など
の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

決算短信（宝印刷） 2017年08月09日 14時53分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社丸八ホールディングス(3504) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

　

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………………………………2

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………2

２．四半期連結財務諸表 ………………………………………………………………………………………3

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………3

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………5

　 四半期連結損益計算書

　 第１四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………5

　 四半期連結包括利益計算書

　 第１四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………7

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………7

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …………………………………………7

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………7

　

決算短信（宝印刷） 2017年08月09日 14時53分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社丸八ホールディングス(3504) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

― 2 ―

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあっ

て、緩やかに回復していくことが期待される状況です。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の影響には引

き続き留意する必要性が求められます。

　このような状況下、当社グループ主力のダイレクトセールス部門においては、販売員の採用・増員に苦戦し、前

年同四半期に比べ売上高減となりました。その内訳としまして、製品（ふとん類）の販売は伸び悩みましたが、リ

ビング周辺の「ワン ストップ ショップ」を目指して取扱いを促進しております寝具以外のオーダーカーテン・

畳・窓枠等の販売は好調に推移いたしました。

　レンタル部門、ホテル・旅館向け販売部門においては、法人等の好調な需要に支えられ、業績は順調に推移いた

しました。

　海外卸売に関しては、G L BOWRON & CO LIMITEDにおいてムートン製品の販売が減少し、売上高は前年同四半期と

比べ443,480千円減収、営業利益は45,690千円減益となりました。

　この結果、売上高は4,746,353千円（前年同四半期11.1％減）、営業利益は486,930千円（前年同四半期21.5％

減）となりました。

経常利益は、592,936千円（前年同四半期2,018.0％増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につ

いては336,324千円（前年同四半期11,608.7％増）となりました。これは、前年同四半期において為替差損を主な理

由とした営業外費用を706,718千円計上した一方で、当四半期の営業外費用は17,852千円と計上額が大幅に減少した

影響によるものです。

　セグメント別の状況は以下のとおりであります。

　 ① 寝具・リビング用品事業

　当セグメントにおきましては、売上高は4,520,443千円（前年同四半期11.8％減）、営業利益は527,345千円（前

年同四半期21.8％減）となりました。

　 ② 不動産賃貸事業

　当セグメントにおきましては、売上高は225,909千円（前年同四半期5.8％増）、営業利益は129,492千円（前年同

四半期20.3％増）となりました。

　

　 当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントごとの業績をより適切に評価するため、管理部門等からの各事

業への費用の配賦を見直し、各事業において管理可能な費用が明確となるよう、報告セグメントの利益の算定方法

を変更しております。なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の算定方法に基づき作成して

おります。

（２）財政状態に関する説明

　 (資産の部)

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して394,687千円増加し、

57,576,404千円となりました。これは主に、現金及び預金が248,453千円減少の一方で、たな卸資産が719,788千

円増加したことによるものであります。

　 (負債の部)

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比較して503,457千円増加し、12,597,601

千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が283,439千円、賞与引当金が128,452千円それぞれ増加し

たことによるものであります。

　 (純資産の部)

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して108,769千円減少し、

44,978,802千円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成30年３月の連結業績予想につきましては、平成29年５月11日付の平成29年３月期決算短信で公表いたしまし

た第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想から変更はありません。

　なお、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,718,887 24,470,433

受取手形及び売掛金 7,630,794 7,886,139

有価証券 607,199 153,112

たな卸資産 3,537,147 4,256,936

繰延税金資産 231,264 228,643

その他 482,911 672,612

貸倒引当金 △72,110 △76,000

流動資産合計 37,136,095 37,591,878

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 19,700,809 19,636,165

減価償却累計額 △15,045,715 △15,050,089

建物及び構築物（純額） 4,655,094 4,586,076

機械装置及び運搬具 5,834,848 5,754,099

減価償却累計額 △5,521,391 △5,458,112

機械装置及び運搬具（純額） 313,457 295,986

工具、器具及び備品 763,034 761,292

減価償却累計額 △580,040 △581,751

工具、器具及び備品（純額） 182,993 179,541

土地 13,073,217 13,074,073

建設仮勘定 9,774 27,951

有形固定資産合計 18,234,537 18,163,628

無形固定資産 70,256 63,048

投資その他の資産

投資有価証券 1,402,955 1,446,671

繰延税金資産 61,867 41,347

その他 316,155 309,936

貸倒引当金 △40,151 △40,107

投資その他の資産合計 1,740,826 1,757,848

固定資産合計 20,045,621 19,984,525

資産合計 57,181,716 57,576,404
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 688,049 971,489

1年内返済予定の長期借入金 2,000,000 2,000,000

未払金 777,271 796,381

未払法人税等 273,362 179,436

賞与引当金 219,391 347,843

返品調整引当金 84,299 82,498

割賦利益繰延 1,400,287 1,432,330

繰延税金負債 9,227 9,384

その他 1,015,775 1,156,734

流動負債合計 6,467,665 6,976,098

固定負債

長期借入金 4,000,000 4,000,000

役員退職慰労引当金 23,982 23,982

退職給付に係る負債 411,624 402,552

長期預り保証金 1,094,360 1,085,142

繰延税金負債 42,844 57,702

その他 53,666 52,123

固定負債合計 5,626,478 5,621,502

負債合計 12,094,144 12,597,601

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 1,427,998 1,427,998

利益剰余金 46,291,125 46,162,524

自己株式 △2,216,142 △2,216,142

株主資本合計 45,602,982 45,474,381

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 35,299 62,067

繰延ヘッジ損益 1,859 834

為替換算調整勘定 △552,568 △558,480

その他の包括利益累計額合計 △515,409 △495,578

非支配株主持分 0 0

純資産合計 45,087,572 44,978,802

負債純資産合計 57,181,716 57,576,404
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 5,340,009 4,746,353

売上原価 2,016,479 1,643,127

売上総利益 3,323,530 3,103,225

販売費及び一般管理費 2,703,600 2,616,295

営業利益 619,930 486,930

営業外収益

受取利息 66,333 75,545

受取配当金 5,467 5,689

受取手数料 31,286 29,522

その他 11,696 13,101

営業外収益合計 114,783 123,858

営業外費用

支払利息 3,766 7,452

為替差損 694,091 7,235

貸倒引当金繰入額 2,450 1,890

その他 6,410 1,275

営業外費用合計 706,718 17,852

経常利益 27,994 592,936

特別利益

有形固定資産売却益 990 488

特別利益合計 990 488

特別損失

有形固定資産除却損 1,126 15,342

特別損失合計 1,126 15,342

税金等調整前四半期純利益 27,859 578,082

法人税等 24,986 241,757

四半期純利益 2,872 336,325

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,872 336,324
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 2,872 336,325

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △32,133 26,768

繰延ヘッジ損益 △2,032 △1,024

為替換算調整勘定 △235,890 △5,912

その他の包括利益合計 △270,056 19,830

四半期包括利益 △267,183 356,155

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △267,183 356,155

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

報告セグメント
合計

調整額
(注)１、２

四半期連結損益
計算書計上額

(注)３
寝具・リビング

用品事業
不動産賃貸事業

売上高

　外部顧客への売上高 5,126,414 213,595 5,340,009 － 5,340,009

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

－ 59,864 59,864 △59,864 －

計 5,126,414 273,460 5,399,874 △59,864 5,340,009

セグメント利益 674,310 107,605 781,916 △161,986 619,930

(注) １．売上高の調整額△59,864千円は、セグメント間取引消去であります。

　 ２．セグメント利益の調整額△161,986千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

報告セグメント
合計

調整額
(注)１、２

四半期連結損益
計算書計上額

(注)３
寝具・リビング

用品事業
不動産賃貸事業

売上高

　外部顧客への売上高 4,520,443 225,909 4,746,353 － 4,746,353

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

－ 64,334 64,334 △64,334 －

計 4,520,443 290,244 4,810,688 △64,334 4,746,353

セグメント利益 527,345 129,492 656,838 △169,908 486,930

(注) １．売上高の調整額△64,334千円は、セグメント間取引消去であります。

　 ２．セグメント利益の調整額△169,908千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　 当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントごとの業績をより適切に評価するため、管理部門等からの各事

業への費用の配賦を見直し、各事業において管理可能な費用が明確となるよう、報告セグメントの利益の算定方法

を変更しております。なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の算定方法に基づき作成して

おります。
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